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2. みんなに公平か

3. 好意と友情を深めるか

4. みんなのためになるかどうか

本日の例会

次回の例会

第1760回例会 令和 2 年 2 月17日
今週の歌 「スキー」
卓
話 「ハンガーゼロ

今、この時代！世界の子供たち」
ハンガーゼロ
（一般社団法人 日本国際飢餓対策機構）

総主事（海外事業部担当） 近藤 高史 氏

第1761回例会 令和 2 年 3 月 2 日
今週の歌 「君が代」「奉仕の理想」
卓
話 「民法改正について③

債権法改正のポイント」

長屋
興 会員

き、シリアまで及び、抑えようとしたシリア政府軍と

前回の記録
会長挨拶

ラブ世界において発生した大規模な反政府デモがお
シリア反体制派が対立し、そこへイスラム国が加わり

橋本
（徹）会長

3 つの勢力で争っています。累計死亡者数は、50万人
です。③2003年からイラク内戦アメリカとイラクとの
対立要因です。累計死亡者数は、30万人、④クルド対
トルコ紛争、⑤リビア内戦、⑥イエメン内戦、これら
の内戦も各数万の死亡者が出ています。このような紛
争が、一般国民へ、食糧問題、病気や感染症の問題が
生じています。
そして、それを助けるために、世界の人々が、ボラ
ンティアとして活動しています。しかし、その人達
が、紛争に巻き込まれ亡くなっています。昨年12月に
アフガニスタンの貧しい人たちを助けるために頑張っ
なか むら

てつ

てこられた医師の中村 哲さんもそのアフガニスタン
で殺害されました。とにかく紛争がなくならない限
本日は非常にやりにくい例会ですが、よろしくお願
いいたします。
早、 2 月に入りました。本日は、節分です。「鬼は
そと、福はうち」幸せになるように唱えましょう。
2 月のロータリーのテーマは、平和構築と紛争予防
月間です。
日本にいるとこのテーマが、理解しにくいと思いま
す。いま世界で起こっている紛争を調べてみました。
現在も続いている 6 つの紛争が紹介されていました。
①1978年に始まった、アフガニスタン紛争、2001年か
らは、皆さんもよく知っている「9.11事件」といわれ
るアメリカの同時多発テロが原因で戦争にもなりまし
た。対立要因は、アメリカとタリバン勢力で累計死亡
者数約200万人、②2011年から始まった、シリア内
戦、原因は、2010年から「アラブの春」と呼ばれるア

り、世界平和は構築できないと思います。
そして、今、問題になっているのが、新型コロナウ
イルス関連肺炎の感染です。
WHOが緊急事態宣言をしました。そして日本が、
2 月 1 日より指定感染症として定めました。
米山奨学会から、米山奨学生の皆さんへの注意が届
いています。
咳やくしゃみ、発熱等の症状がある場合は、事前に
医療機関に渡航歴を連絡した上ですみやかに医療機関
を受診してください。その場合、一定期間例会出席を
見合わせてくださいと通知が来ています。
会員の皆さんも、感染症が流行している地域への渡
航、および感染症対策には充分気を付けましょう。
1759回例会よろしくお願い致します。40周年記念式
典まで119日です。

ゲスト紹介

親睦活動委員会

6 ．米山奨学生のサンダリさんへ奨学金の授与がござ
います。

塚脇副委員長

本日は、ゲストスピーカーとして橋本会長のご子息
で、ベースフード㈱代表取締役橋本 舜様にお越し頂
いております。
また、メーキャップとして吹田RCの大枝正人様、
米山奨学生のサンダリさんにお越し頂きました。

出席報告
●会
●来

員

出席委員会

数

49名

出席会員数

客

3名

本日の出席率

阿部委員長

40名
86.96％

● 1 月20日の出席率（メーキャップ含む）100％

青少年奉仕委員会

清水（大）委員長

大相撲 千里山グレース幼稚園
（グレース場所）
のご案内
先週もご案内致しました詳細です。毎年恒例となり
ました木瀬部屋の力士さんご協力によります大相撲
（グレース場所）を下記の日程で開催致します。今年
は小学校ではなく幼稚園にて開催いたします。出欠回
覧を致しますので、出席される方は給食の参加可否も
ご記入ください。多数のご参加をお待ちしております。
◇日時：令和 2 年 2 月27日（木）9 ：50～13：00
大相撲 9 ：50～12：00

幹事報告

堀幹事

園児・力士さんとの給食12：00～13：00
◇場所：認定こども園千里山グレース幼稚園

1 ．2 月誕生祝をお渡しします。結婚記念日のお祝い

2 階ホール

をお送りしております。

吹田市千里山東 2 －18－43
◇対象：全園児（園児288名、職員45名、保護者 6 名）
※駐車場は園内 6 台、園外 3 台程は駐車可能ですが、
満車となった場合は近隣の駐車場をご利用下さい。
電車でお越しの方は、阪急「千里山駅」より南へ徒
歩 5 分です。

40周年実行委員会

紙谷幹事

本日19：00より、メイプルルームにて第11回40周年
実行委員会がございますので、よろしくお願い致しま
2 ． 1 月27日理事会報告

す。

・2 月27日
（木）
に大相撲千里山グレース場所の実
施が承認された。
・木 田会員（2020年 1 月27日から 3 月31日まで）
と角谷会員（2020年 1 月から 6 月まで）の休会
届が承認された。
3 ．米山記念奨学会とロータリー財団の確定申告用領

グルメ同好会
お値打ちグルメ会

堀幹事
第25回例会のお知らせ

日時：2020年 2 月21日（金）18：00～
場所：お初天神 壱信（いっしん） ２ 階

収証をお配りしました。寄付者名と金額をご確認

大阪市北区曽根崎 2 － 5 －37

下さい。

TEL：06－6362－9222

4 ．ロータリーの友 2 月号と㈱熊平製作所様より「抜
粋のつゞり」が届きましたのでお配りしました。
5 ．来週10日の例会は休会となります。17日は理事会
があります。

https://tabelog.com/osaka/A2701/
A270101/27020065/
内容：てっちりとお刺身
費用：約10,000円（割り勘です）

＊お店紹介

ここでもう一度原点に立ち戻り、当時のメンバー

伊藤幹事おすすめの、新鮮なお魚料理のお店です。
〈集合〉

（チャーターメンバー）様を交えて食事会を催したい
と考えました。

時間厳守でお願い致します。
江坂駅集合の方

17：20

クラブ創設当時の思いを諸先輩方から再確認させて

ホーム南側（梅田側）待

合室で福原が同行します。
現地集合の方

頂き、更なるクラブ発展の活力としたいと考えており
ます。

18：00でお願いします。

奮ってご参加の程、宜しくお願い致します。

当日、遅れる方又は出席できない方は、幹事伊藤又
は福原までお電話下さい。

はお名前の記載をお願い致します。）をお書き頂き、

・伊藤携帯 090－5970－9032

下記Fax番号にご連絡頂きますよう、よろしくお願い

・福原携帯 090－2383－2008

ニコニコ箱
●橋本
（徹）
会長

各クラブで参加頂ける人数（チャーターメンバー様

致します。
申込み期限：2020年 2 月28日（金）

村井SAA

2 月もよろしくお願い致します。卓

記

話たのしみです。
●小川会員

日時：2020年 3 月14日（土）11：30－14：00

85才の誕生日を迎えて。皆さんに感謝し

（11：00から受付開始）

ます。
●石﨑会員

場所：大阪新阪急ホテル

本日、豊中服部天神宮節分祭にて巫女さ



●荻田会員

明日は立春です。

●長屋会員

鬼は外、福は内。今日は節分。いい一年

になります様に。

1 丁目 1 番35号

電話：06－6372－5101
会費：お一人様 ¥12,000（会場の定員が40－50名で
す。各クラブ14－15名様まででお願い致します。）

前回欠席しました。

当日各クラブで人数分をお集め頂き、受付でお支払

本日のニコニコ箱

18,000円

累計のニコニコ箱

1,029,000円

累計ニコニコB

13,500円

お知らせ

い下さい。
クラブ名：
参加人数：



ロータリークラブ

人

チャーターメンバー氏名：

創立40周年 3 クラブ合同認証状伝達式記念ランチョン
開催のお知らせ
 世話役幹事団

星の間

〒530-8310 大阪府大阪市北区芝田

ん 6 人と豆まきをして来ました。

●佐藤会員

2階

大阪リバーサイドRC

徳上

洋之



箕面千里中央RC

橋本

幸繁



吹田西RC

木下

基司

私たちが今、ロータリークラブで活躍出来ているの
は、私たちの先輩たちがロータリークラブに出逢い、
その素晴らしさと高明な志に感動したことがその一因
であることに相違ありません。

①
②
③
④
恐れ入りますが、本年度会長（若しくは幹事又は副
会長）様は必ずご参加頂きますようお願い致します。
また、ご不明な点につきましては、各クラブ世話役
幹事までお問い合わせ下さい。
当日の変更等のご連絡は吹田西ロータリークラブ

私たち 3 クラブは今年40周年を迎えます。

世話役幹事

各々のクラブでお祝いの式典を企画され、その準備

い致します。

木下基司（090－3289－3671）までお願

等でお忙しい日々を過ごされておられるとは存じてお
ります。しかし40年前、私たちの先輩たちは共にお祝

Fax番号

06－6338－0832

いをされました。

吹田西ロータリークラブ事務局

ロータリーは世界をつなぐ
卓

し、今の豊かな社会をより維持できるようになります。

話

「主食イノベーション」で世界を変える！
ベースフード㈱ 代表取締役

橋本

舜氏

世界では、食品ベンチャー企業が注目を集めつつあ
ります。たとえば、2019年 5 月に上場したビヨンド
ミートという植物でできた肉を作るベンチャー企業
は、時価総額が一時 1 兆円を超えて話題になりまし
た。僕は、食や健康は、日本の得意分野なので、日本
発のベンチャー企業が海外に進出するチャンスだと
思っています。
ベースフード社は、創業して 4 年ですが、東京とサ
ンフランシスコに拠点を持ち、2019年 9 月にアメリカ
でも販売開始しています。アメリカ人の社員も 3 人い
て、活躍してくれています。
これから、栄養バランスのいい主食をどんどん美味

今日はお時間を頂き、ありがとうございます。ベー
スフード株式会社の代表の橋本舜です。
会長を務めている橋本徹也の息子で、大阪府吹田市
出身です。卓話をさせて頂くような立場ではありませ
んが、少しでも親孝行や地元への恩返しになればと
思って参りました。
東京大学を卒業後、新卒でDeNAに入社し、新規事
業を担当しました。 4 年半ほど勤めた後、独立して

しくしていって、炭水化物中心の主食よりも美味しく
します。そして、日本発の健康的な主食を世界に広め
て、日本や世界の諸問題の解決に貢献したいと思って
います。
最後になりますが、今日は貴重な機会をありがとう
ございました。これからも温かいご支援をいただけま
すと幸いです。また、父をどうぞよろしくお願いいた
します。

ベースフード株式会社を創業しました。

まさお

やミネラルを豊富に含む、栄養バランスの良い主食で
す。
創業した理由は、日本の少子高齢化やサステナビリ
ティ、に貢献できると思ったからです。例えば、ラー
メンを食べるだけで健康でいられれば、だれでも健康
でいられます。そうなれば、日本の健康寿命を延ば

第三百八十九回 令和二年二月三日
兼題﹁寒・着ぶくれ﹂

着ぶくれて狭き廊下のすれ違い

低糖質低カロリーでありつつ、タンパク質、ビタミン

ときよし

従来の主食は炭水化物中心ですが、ベースフードは

寒晴れに襷を繋ぐ走者かな

す。

みかよ

を開発・製造し、主にインターネットで販売していま

吊革に揺れる着ぶくれ黒黒黒

のベースヌードル（麺）と ベースブレッド（パン）

山牛

えに」をミッションとして、世界初の完全栄養の主食

背凭れを倒し車窓の寒の富士

業です。
「主食をイノベーションして健康をあたりま

次回 三月十六日
兼題﹁菫・草餅﹂

ベースフード株式会社は2016年創業のベンチャー企

